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３款　民生費　　２項　児童福祉費　　３目　保育所費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　保育所費
千円

  990,053

千円

177,552

千円

109,781

千円 千円

244,689

千円

458,031

幼児教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

165

165

167

鷲津保育園管

理運営費

17,597千円

内山保育園管

理運営費

10,889千円

新居保育園管

理運営費

12,402千円

児童の健全な育成支援を目的に、保育を必要とする児童を保育するた

めの保育園の管理運営を行った。

１　鷲津保育園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 17,597千円

２　内山保育園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 10,889千円

３　新居保育園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 12,402千円

入所状況　　

年間平均人員　　（27年4月～28年3月）

定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 平均

鷲津保育園 150 8.3 21.4 26.6 31.0 34.7 34.5 156.4

内山保育園 95 1.5 14.8 17.8 17.4 19.0 14.6 85.1

新居保育園 115 7.2 16.3 23.6 23.3 17.0 23.8 111.1

諸収入

(主食代)

2,068 

169 民間保育所等

施設型給付費

557,288千円

  民間保育園等において保育を実施するため、市内民間保育園・こども

園５園、広域入所５園に運営費として施設型給付費を支出した。

【主な事業】

１　民間保育所等施設型給付費　　　　　　　　　　　　　557,288千円

　⑴　入所状況　　

　　　年間平均人員　　（27年4月～28年3月）

名称 定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 平均

微笑 90 9.7 20.9 20.6 24.0 15.8 20.2 111.1

なぎさ 90 9.6 16.3 20.0 21.0 19.0 21.0 106.9

岡崎 120 10.5 24.3 26.0 26.6 27.8 29.0 144.2

真愛 90 8.7 17.5 19.7 21.1 15.9 9.9 92.8
しらゆり 96 5.1 15.0 17.9 24.3 23.0 22.4 107.8

広域入所　　年間平均人員　　（27年4月～28年3月）

名称 定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計
メロデイ 120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

すみれ 21 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

優風 19 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

緑が丘 170 1.5 2.9 2.9 0.0 1.0 1.0 9.1

ひばり 120 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

　⑵　給付費

　　微笑保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122,497千円

　　なぎさ保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　115,801千円

　　岡崎保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133,351千円

　　真愛保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102,926千円

　　しらゆりこども園　　　　　　　　　　　　　　　　 71,344千円

　広域入所　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　11,369千円

　　(メロディ・すみれ・優風・緑が丘・ひばり)　

　　　

国  172,152

県　 86,076

負担金

139,185 
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３款　民生費　　２項　児童福祉費　　３目　保育所費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

169 民間保育所助

成事業費

52,986千円

民間保育園等が実施している事業等に助成した。

【主な事業】

１　多様な保育事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,643千円

民間保育園等の乳幼児保育（１・２歳児）事業の充実を図るように

　助成した。

　　微笑保育園                         　 7,247千円

　　なぎさ保育園　　　　　　　　　　　　　6,036千円

　　岡崎保育園　　　　　　　　　　　　　　8,586千円

　　真愛保育園　　　　　　　　　　　　　　6,298千円

　　しらゆりこども園　　　　　　　　　　　5,476千円

２　保育対策事業　　　　　　　　　　　　　　　         16,361千円

  民間保育園等の延長保育事業、一時預り保育事業、病児保育事業、

０歳児入所サポート事業、保育体制強化事業、地域活動事業に助成し

た。

微笑保育園　　　　　　　　　　  　　  4,712千円

なぎさ保育園　　　　　　　　　  　　  3,550千円

岡崎保育園　　　　　　　        　    3,369千円

真愛保育園　　　　　　　        　      968千円

    しらゆりこども園　　　　　      　    3,739千円

    償還金（交付額確定に伴う県補助金返還）　 23千円

　

３　湖西保育士会運営費補助金　　　　　　　　 　       　　130千円

市内保育園・こども園に勤務する保育士の資質向上及び相互の連携

を図ることを目的に活動する湖西保育士会に助成した。

会員　108人

（活動内容）

総会・理事会・保育の質を高める研修会・実技研修会・保育及

び食育実践報告会・講演会

４　民間保育園等施設整備費補助金　　　　　　　　　　    2,352千円

民間保育園等の改築移転整備事業及び新築整備事業において独立行

政法人福祉医療機構、銀行への償還金の利子分を補助した。

岡崎保育園　　　　　　　　　　　　1,094千円

真愛保育園　　　　　　　　　　 　　 422千円

　しらゆりこども園　　　　　　　 　   658千円

  微笑保育園　　　　　　　　　　　　　178千円

　

５　湖西市子育て相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　500千円

民間保育園等において、地域の子育て家庭に対し、相談に応じたり、

助言や情報提供を行う事業を委託した。

県　 16,822

国　　5,350

県 　 6,881
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３款　民生費　　２項　児童福祉費　　３目　保育所費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

169 公立保育所総

務費

92,577千円

公立保育園３園に共通する非常勤職員報酬、臨時雇賃金、施設管理委

託料等の経費を執行した。

１　公立保育所総務費　　　　　　　　　　　　　　　  　 92,577千円

⑴　報酬　　 　65,622千円

　　非常勤職員報酬　 41人

　（保育士26人・看護師4人・栄養士1人・給食員6人・用務員4人）

⑵　賃金　　 　19,010千円

　　臨時保育士　     11人

⑶　修繕料      4,056千円

　天井雨漏り修繕・複合遊具修繕・消防設備修繕（鷲津）、浸水被

害部分床修繕（内山）、給食設備修繕（鷲津、内山）等

　⑷　委託料　    2,236千円

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、業務系一般廃棄物収集運搬等

国　　　 50

県　　　  2

諸収入   50

(共済掛金)
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　１目　教育委員会費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　教育委員会費
千円

  1,606

千円 千円 千円 千円 千円

  1,606

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

269 教育委員会関

係経費

1,606千円

学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における

教育行政の組織及び運営を定める会議を定例又は臨時に開催した。また、

各種協議会、研修会に出席し、他市町教育委員会との緊密な協調を行い、

教育行政の向上を図った。

１　教育委員会運営経費　　　　　　　　　　　　　 　　　1,606千円

⑴　会議の開催状況

会　　議 開催回数 議案件数 報告件数

定 例 会 12回 40件 16件

臨 時 会 1回 1件 0件

計 13回 41件 16件

⑵　付議内容

件　　　　　　　　名 件数

規則等の制定又は改廃に関すること。 8件

予算その他議会の議決を要する議案に関すること。 4件

職員(教職員)の人事に関すること。 2件

附属機関等の委員を任命し、又は委嘱すること。 24件

そ

の

他

教科用図書の採択について、自己点検・評価

報告書の作成及び議会提出について、市長の

権限に属する事務の教育委員会の補助執行に

係る協議について

3件

計 41件

⑶　各種協議会、研修会への出席状況

　市町教育委員研修会、市町新任教育委員研修会等に３回延べ８人

出席

⑷　経費の内訳

・教育委員会委員４人の報酬　　　　　　 1,536千円

・市町教育委員研修会等の旅費等　　　　　　40千円

・市町教育委員研修会等の参加負担金　　　　30千円
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　２目　事務局費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　事務局費
千円

249,214

千円 千円 千円 千円

  2,351

千円

246,863

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

271 事務局関係経

費

81,203千円

教育長等が各種研修会や協議会へ出席し、教育行政の推進を図った。

また、湖西高校後援会、新居高校後援会等への負担金を負担するととも

に、市内各小学校・中学校の非常勤職員を雇用し、教育行政の円滑な運

営を図った。

１　臨時職員雇用経費　　　　　　　　　　　　　 　　　 72,807千円

⑴　非常勤職員等雇用の状況　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

小学校・中学

校等 の 名 称

事

務

員

用

務

員

栄

養

士

給

食

員

整修

備　

員繕

整美

備　

員化

小

計

延

べ

計

鷲 津小学校 1 1 1

白須賀小学校 1 1 3 5 5

東 小 学 校 1 1 3 5 5

岡 崎小学校 1 6 7 7

知波田小学校 1 3 4 4

新 居小学校 1 1 1

鷲 津中学校 1 1 5 7 7

白須賀中学校 1 1 1

湖 西中学校 1 1 3 5 5

岡 崎中学校 (1)1 1 2 3

新 居中学校 (2) 1 5 6 8

教育 総 務課 1 2 3 3

合　計 (1)5 (2)10 1 28 1 2 47 50

※　中途退職等に伴う追加雇用（　）により、延べ計が増した。

⑵　経費の内訳

　非常勤職員報酬・臨時雇賃金　72,807千円

２　教育長関係経費　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 59千円

⑴　各種協議会、研修会への出席状況

　市町教育委員会委員長・教育長会、静西市町教育委員会教育長連

絡協議会等に延べ12回出席

⑵　経費の内訳

  　普通旅費　59千円
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　２目　事務局費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

271 事務局関係経

費

３　事務事業費　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  8,337千円

⑴　各種協議会、研修会への出席状況

　三遠南信教育サミット等に延べ11回出席

⑵　経費の内訳

・旅費、教育新聞購読料、修繕・美化作業に伴う消耗品費等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  839千円

・湖西高校後援会、新居高校後援会等への負担金    7,498千円

273 豊田佐吉翁記

念奨学金事業

費

2,281千円

優良な生徒であって、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨

学金を交付し、社会に有用な人材の育成を図った。

１　豊田佐吉翁記念奨学金事業　　　　　　　　　 　　　　2,281千円

⑴　交付金の内訳

区　分 交付月額 交付月 人数 交　付　額

大学生 12,000円 12か月 13人 1,872千円

高校生 5,000円 12か月 6人 360千円

計 19人 2,232千円

⑵　奨学生選考委員会

豊田佐吉翁記念奨学金の援助対象者の選考委員会を２月12日に開

催した。また、豊田家に謝恩の意を伝える表敬訪問を８月19日に実

施し、15人の奨学生が参加した。

⑶　その他の経費の内訳

・表敬訪問の交通費　　　　　　 9千円

・保険料、選考委員会賄い費等　40千円

財産収入

649

繰入金

1,583

273 育英奨学資金

貸付事業費

122千円

優良な生徒であって、経済的理由によって修学が困難な者に対して貸

し出した奨学金の返済金の振替手数料の負担及び育英奨学基金への利息

の繰出しを行った。

１　育英奨学資金貸付事業　　　　　　　　　　　　　 　　　122千円

⑴　経費の内訳

・返済金の振替手数料（260件分）　3千円

・育英奨学基金会計繰出金　　　 119千円

財産収入

119
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　教育指導費
千円

173,067

千円

1,183

千円

1,941

千円 千円

4,056

千円

165,887

学校教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

273 教育指導関係
経費

123,209千円

１　学校教育施設適正化検討委員会事業　　　　　　　 　　　219千円
公立幼稚園・小・中学校の適正な規模並びに配置についての基本的

な考え方を検討するため、委員会を開催した。平成27年度は５回開催
し、委員報酬として執行した。

２　小・中学校通学区域審議会事業　　　　　　　　　 　　　　0千円
小・中学校の通学区域の適正化を図るため、教育委員会の諮問を受
けて、審議を行うが、平成27年度は審議会を開催しなかった。

３　就学指導事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 55千円
特別支援教育を必要とする児童・生徒に対して、適切な就学指導を

行うため、就学指導委員会を年間3回開催し、委員報酬として執行した。

４　教育振興事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 18,474千円
教師用指導書（小学校）や児童・生徒の卒業記念品等を消耗品費等

として執行した。
主な経費　
　消耗品費　　　　　　　　18,420,682円
　　　　　教師用指導書（小学校）
　　　　　卒業記念品（小573人、中616人）

５　学校教育運営事業　　　　　　　　　　　　　　　 　　　357千円
学校教育を支援するために、指導主事が参加する研修会の旅費及び
指導資料等の消耗品費を執行した。

６　学校給食推進事業　　　　　　　　　　　　　　　 　 48,562千円
学校給食の推進を図るため、調理従事者等に対して毎月2回の保菌検
査を実施し、手数料として執行した。また、鷲津小、新居小、岡崎中
における給食調理業務を委託契約し、安定的に給食を提供するための
委託料として執行した。
　　　　　小学校給食業務委託　35,186,400円（２校合算）　

　　　　　　　中学校給食業務委託　12,943,800円
７　生きた英語教育推進事業　　　　　　　　　　　　 　 21,168千円
外国人英語指導助手（ＡＬＴ）4人を派遣し、中学校においては、日
本人英語教師とのティーム・ティーチングや英会話を中心とした学習
指導にあたらせた。また、幼稚園、小学校においては、異言語・異文
化コミュニケーションの楽しさを味わう活動を行った。さらに、小学
校高学年の外国語活動のねらいであるコミュニケーション能力の素地
を育むための一助とし、委託料として執行した。
年間配置日数
　鷲津中(152日)、白須賀中(39日)、湖西中(75日)、岡崎中(118日)
　新居中(116日)
鷲津小(57日)、白須賀小(18日)、東小(15.5日)、岡崎小(60日)、

　知波田小(16.5日)、新居小(41日)
　鷲津幼(10日)、白須賀幼(5日)、新所幼(6日)、岡崎幼(12日)、
　知波田幼(5日)、新居幼(10日)

８　外国人児童生徒適応指導教室事業　　　　　　　 　　　1,892千円
外国人児童生徒を支援するために、専任指導者を配置し、巡回型の
適応指導教室を開設した。湖西市内の小・中学校に通学する外国人児
童生徒の学校への不安等を解消し、楽しい学校生活ができるよう、効
果的な援助ができた。専任指導員が、日本語習得に向けての授業の支
援や指導を行ったり、学校の要請により文書の翻訳や教育相談の通訳
を行ったりした。専任指導者への謝礼として執行した。　
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

273 教育指導関係
経費

９　不登校児童生徒適応教室事業　　　　　　　　 　　　　1,949千円

勤労青少年ホーム内に「チャレンジ教室」を設置し、不登校児童生

徒とその傾向にある児童生徒の家庭への引きこもりを防止するととも

に、集団への適応力を育み自立への支援を図ることを目的として実施

した。指導員（教員OB）2人への謝礼として執行した。

・入室児童生徒　　13人（小4人、中9人）

10　語らい読書推進事業　　　　　　　　　　　　　　 　　　 97千円

小学校を対象とし、小学校低学年では、保護者やボランティアによ

る読み聞かせ「語らい読書」を推奨し、高学年では学級ごとに月1冊程

度の本を読破し、その本について感想を述べ合う場面を設定した。絵

本・本・収納ケースを購入し消耗品費として執行した。

11　関係機関負担事業　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 71千円

浜名給食研究会負担金として執行した。

12　学校評議員制度推進事業　　　　　　　　　　　　 　　　648千円

開かれた学校を目指し、学校への外部評価を実施するために市内全

小・中学校で学校評議員を委嘱した。評議員の報酬として執行した。

・学校評議員　54人

13　特別支援教育推進事業　　　　　　　　　　　　　 　 23,990千円

軽度発達障害をもつ児童生徒の個別支援を目的として、小中学校に

支援員を配置し、その賃金として執行した。また、対象児に対する具

体的な支援の手立てや支援計画立案についてのアドバイスを行うため

に巡回相談員１名を配置し、その謝礼として執行した。

支援員配置先　鷲津小(4人)、白須賀小(3人)、東小(3人)、

岡崎小(3人)、知波田小(3人)、新居小(3人)、

鷲津中(2人)、白須賀中(1人)、湖西中(1人)、

岡崎中(2人)、新居中(1人)、

                                               計26人　　　　　　

巡回相談員訪問回数　14回

14　ポルトガル語通訳派遣事業　　　　　　　　　　　 　　5,436千円

通訳員3人の派遣を行った。1人は鷲津小学校、1人は岡崎小学校に配

置し、もう1人は曜日ごとに勤務校を定める方法で、白須賀小学校と新

居小学校に配置し、就学時オリエンテーションや教育相談の通訳、学

校通信の翻訳等の支援を行った。通訳員の報酬として執行した。

15　安全教育推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　220千円

防災教育の充実を図るため、各小・中学校で防災に関する講演会を

開催した。講師への報酬として執行した。また、防災教育の教材等を

購入し消耗品等として執行した。

16　いじめ対策連絡協議会事業　　　　　　　　　　　　 　　 24千円

いじめに対する指導の適正化を図るため、いじめ対策連絡協議会を

１回開催し、いじめ対策基本方針の検討や体制づくりをすすめた。委

員報酬として執行した。
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

275 学校保健衛生
費

21,733千円

１　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　4,945千円
校医・学校薬剤師の報酬として執行
・学校医報酬（年額）　　71,000円×33人（内科）

71,000円×11人（眼科）
・学校歯科医報酬（年額）71,000円×21人
・薬剤師（年額）　　　　30,000円×11人

２　児童・生徒・園児定期及び就学時検診　　　　　　　　　3,006千円
・校（園）医・歯科補助員健康診断謝礼、薬学講座指導謝礼

３　児童・生徒・園児健康検査　　　　　　　　　　　　  　3,655千円
・心電図検査委託料（小1・小4・中1　1,662人)　2,153,952円
・ぎょう虫検査委託料（幼・小 1,568人)    　　　169,344円
・貧血検査委託料（中1男女・中3女　878人)　　　 474,120円
・尿検査委託料(小・中　5,051人)　　　　　      818,262円
・結核精密検査委託料（18人）　　　　　　　　　　38,880円

４　教職員健康診断委託料　　　　　　　　　　　　　　  　2,746千円
・生活習慣病検診委託料　　　　　　　　　　     773,710円
視力143人、聴力143人、血圧143人、尿142人、胃部X線45人、
血液47人、心電図47人、便潜血15人、腹囲143人

・指定年齢検診委託料　　 42人　　　　　　　  1,678,320円
・胸部Ｘ線検査委託料　　136人　　　　　　　　  293,760円
・前立腺特異抗原検査　　　0人　　　　　　　　　      0円

５　負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,734千円
・人間ドック負担金　　　120人　　　　　　　  1,733,880円

６　需用費（消耗品費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11千円
健康診断に関わる消耗品費として執行した。

７　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,629千円
手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 445,500円
保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,183,056円
水質検査の手数料、市長会・日本スポーツ振興センター共済掛金と

して執行した。

８　借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  8千円
児童生徒の病院への緊急搬送のための、タクシー借上料として執行
した。

諸収入
(日本スポー
ツ振興セン
ター共済掛
金)   

2,318

275 指導資料作成

事業

49千円

１　指導資料作成事業　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　49千円

小学校３・４年生が授業で使用している小学校社会科副読本「わた

したちの湖西」が改訂された１年目なので、教材として有効に活用で

きるように、参考となる指導案の作成及び評価のための指標づくり、

補助教材の研究などを行った。
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

275 研究指定事業

7,959千円

１　小中学校指定「特色ある学校づくり」推進事業　　　　　7,959千円

全小・中学校が、児童生徒や地域の実態に応じた特色ある学校づく

りを推進する事業を行った。各学校は、以下の３種類の内容で行った。

①特色ある学校づくり

総合的な学習の時間や生活科等で外部講師を依頼したり、特色あ

る学校づくりに係る物品購入を行ったりし、その報償金や消耗品費

等として執行した。

　　②学びの基礎づくり

　児童生徒の生活習慣の改善や保護者との連携を図るための実践研

究を行った。これらの研究に必要な物品の購入や「学びの基礎７つ

の取組」ステッカー増刷のための消耗品費等として執行した。

　　③思い出に残る１学校１行事創造（中学校のみ）

それぞれの中学校が、創意工夫のもと、生徒のもつ活力を引きだ

すとともに、一生の思い出となる行事を実施した。長距離ウォーク

やスキー教室、環境学習等の費用として執行した。

　　主な経費　報償費　　　　　　　　　1,910,400円

　　　　　　　　ボランティア・講師謝礼

　　　　　　　需用費　　　　　　　　　3,264,799円

　　　　　　　　消耗品、燃料、印刷製本

　　　　　　　役務費　　　　　　　　　　662,434円

　　　　　　　　ボランティア・講師等の保険料

　　　　　　　使用料及び賃貸料　　　　2,120,878円

　　　　　　　　貸切バス、歌舞伎衣装レンタル

思い出に残る１学校１行事（中学校）実施内容

鷲津中学校　　540人（浜名湖ウォーキング）

白須賀中学校　113人（浜名湖ウォーク）

湖西中学校　　198人（豊川道ウォーク）

岡崎中学校　　449人（ときわ学習）

新居中学校　　153人（スキー教室）

幼児教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

277 幼稚園一時預

かり事業費

6,174千円

１　幼稚園一時預かり事業　　　　　　　　　　　　　　　　6,174千円

幼稚園における子育て支援機能充実及び保護者の社会参画を支援す

るため、保育室の確保ができかつ地域のニーズが高い園で預り保育を

実施した。鷲津幼稚園、岡崎幼稚園、白須賀幼稚園、新居幼稚園で実

施し、それに係る非常勤職員報酬等として執行した。

　・利用園児数　延べ4,067人

国　　1,133

県　　1,941

諸収入

(預かり保育

料)

1,738
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10款　教育費　　１項　教育総務費　　３目　教育指導費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

277 幼稚園教育指

導関係経費

12,239千円

１　幼児ことばの教室    　　　　　　　　　　　　　 　　2,090千円

岡崎幼稚園、子育て支援センターに「ことばの教室」を開設し、市

内在住の3歳～5歳児の言葉の発達、吃音などについて軽度の遅れのあ

る子を対象に指導を行った。

・通級幼児数　延べ　45人

構音障害 吃音 口蓋裂
言語発達

遅滞
その他 合計

3歳 0人 0人 0人 0人 0人 0人

4歳 10人 2人 0人 0人 0人 12人

5歳 30人 2人 0人 0人 1人 33人

合計 40人 4人 0人 0人 1人 45人

２　特別支援教育推進事業　　　　　　　　　　　　　 　　9,123千円

軽度発達障害をもつ園児の個別支援を目的として、幼稚園に支援員

を配置し、その非常勤職員報酬として執行した。また、対象児に対す

る具体的な支援の手立てや支援計画立案についてのアドバイスを行う

ために巡回相談員1名を配置し、その謝礼として執行した。

支援員配置先　鷲津幼(4人)、岡崎幼(3人)

　　　　　　　知波田幼(1人)、新居幼(2人）　　計10人　　　　

巡回相談員訪問回数　12回

３　幼稚園研究指定事業　　　　　　　　　　　　　 　　　　 81千円

岡崎幼稚園を市教委の研究指定園（平成26～27年度）とし、「体を

動かす心地よさを味わい、自ら遊びを楽しむ子～縄遊びを通して～」

をテーマとして研究に取り組んだ。

また、全園に「童歌導入推進事業」を展開し、童歌を活用した感性

豊かな子どもの育成に取り組んだ。

４　幼稚園教育振興事業　　　　　　　　　　　　 　　　　　646千円

　　幼児教育の充実を目的として開催する幼稚園体験事業の講師料、幼

稚園教諭の資質向上のための経験別研修旅費、園児への卒園記念品、

幼稚園入園案内印刷費等として執行した。

５　幼稚園親子読書推進事業　　　　　　　　　　　   　　　299千円

　　幼稚園における情操教育の一環として、保育者の読み聞かせの技能

の向上、幼児の読書習慣の定着を目的として絵本を購入した。

国　　　50

学校教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

277 教職員育成事

業

1,704千円

１　教科等指導リーダー相談員派遣事業　　　　　　 　　　   54千円

　各教科・領域の指導的な役割を果たす教科等指導リーダー相談員

を任命し、各幼稚園、小・中学校の要請に応じて派遣をした。教科

等指導リーダー相談員対象の研修会の講師謝礼や研究書籍・ファイ

ル等の消耗品費等で執行した。
   ・年間派遣回数　　49回

２　教職員研修推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　 1,581千円
・研修指導者謝礼他　　1,580,804円

３　教育研究奨励事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69千円
・教育奨励賞記念品　　
　（最優秀賞２人　優秀賞５人、優良賞８人）
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10款　教育費　　２項　小学校費　　１目　学校管理費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　学校管理費
千円

201,049

千円 千円 千円 千円 千円

201,049

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

279

279

281

281

283

283

285

285

鷲津小学校管

理運営費

12,375千円

白須賀小学校

管理運営費

7,660千円

東小学校管理

運営費

5,356千円

岡崎小学校管

理運営費

9,604千円

知波田小学校

管理運営費

8,576千円

新居小学校管

理運営費

9,009千円

白須賀共同調

理場管理運営

費

1,688千円

小学校施設管

理運営費

98,062千円

小学校教育環境の充実を図るため管理用備品の購入やパソコン・事務

機器等の賃貸借の経費を、児童の安全・快適性を維持するため光熱水費、

施設の修繕料、保守委託、消耗品の購入等の経費を執行した。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

鷲
津
小
学
校

管
理
運
営
費

白
須
賀
小
学
校

管
理
運
営
費

東
小
学
校管

理
運
営
費

岡
崎
小
学
校

管
理
運
営
費

知
波
田
小
学
校

管
理
運
営
費

新
居
小
学
校

管
理
運
営
費

白
須
賀
共
同
調
理
場

管
理
運
営
費

学

校

運

営

費

小
　
計

消耗品費 2,768 1,092 1,236 2,472 1,407 2,930 471 454 12,830

燃 料 費 1,867 39 845 1,513 929 1,239 1,032 7,464

光熱水費 31,738 31,738

修 繕 料 615 399 488 547 447 596 71 25,634 28,797

手 数 料 678 340 448 792 431 652 100 9,524 12,965

委 託 料 151 28 1,264 847 65 539 14,596 17,490

借 上 料 5,459 5,422 764 2,787 4,950 2,539 11,127 33,048

備 　 品
購 入 費 288 40 49 76 13 4,009 4,475

その他※ 549 340 311 606 298 438 1 980 3,523

合 計12,375 7,660 5,356 9,604 8,576 9,009 1,688 98,062 152,330

※　「その他」は、旅費、食糧費、印刷製本費、医薬材料費、飼料

費、通信運搬費、使用料及びテレビ受信料の合計。

⑵　主な消耗品費の内容

　給食用品、清掃用品、保健用品、営繕用品、プール用品、教職員

用図書、事務用品、印刷用品等

⑶　主な修繕料の内容

　給食室給湯・給水管修繕（鷲津小）、体育館アリーナ北・南面

カーテン修繕（新居小）、南校舎職員・来客用トイレタイル壁面剥

離修繕（新居小）、プール循環配管修繕（知波田小）等

⑷　主な手数料の内容

　浄化槽汚泥抜取り手数料、各種クリーニング、庭木手入れ、ピア

ノ調律、給食用機器清掃、廃棄物処理、特殊建築物等定期検査報告

等

⑸　主な委託料の内容

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、業務系一般廃棄物収集運搬等
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10款　教育費　　２項　小学校費　　１目　学校管理費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

279

279

281

281

283

283

285

285

鷲津小学校管

理運営費

白須賀小学校

管理運営費

東小学校管理

運営費

岡崎小学校管

理運営費

知波田小学校

管理運営費

新居小学校管

理運営費

白須賀共同調

理場管理運営

費

小学校施設管

理運営費

⑹　借上料の機器の台数内訳　　　　　　　　　　　　　　(単位:台)

鷲　津

小学校

白須賀

小学校

東　小

学　校

岡　崎

小学校

知波田

小学校

新　居

小学校
小　計

複 写 機 0/ 1 1/ 1 1/ 1 0/ 1 1/ 1 0/ 1 3/  6

印 刷 機 1/ 2 1/ 1 1/ 1 0/ 2 1/ 1 0/ 2 4/  9

教育用PC 0/64 0/57 0/56 0/64 0/56 81/81 81/378

校務用PC 0/59 0/22 0/22 0/55 0/19 0/48 0/225

A　E　D 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/(1) 0/5(1)

※　平成27年度新規導入台数/平成27年度末総数。

※　学校間で移動した機器は、新規導入台数に含めない。

※　新居小学校のAED(1)は、備品購入。

⑺　主な備品購入費の内容

　給食室手洗い用温水器（鷲津小・岡崎小・新居小）、50型液晶テ

レビ（鷲津小）等

10款　教育費　　２項　小学校費　　２目　教育振興費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　教育振興費
千円

 15,281

千円

    971

千円

     65

千円 千円 千円

 14,245

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

287

287

287

287

289

289

鷲津小学校教

育振興費

2,462千円

白須賀小学校

教育振興費

1,273千円

東小学校教育

振興費

1,452千円

岡崎小学校教

育振興費

1,566千円

知波田小学校

教育振興費

1,285千円

新居小学校教

育振興費

2,832千円

教育の振興を図るため、教材用消耗品、学校図書、教材備品を購入し

た。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
鷲
津
小
学
校

教
育
振
興
費

白
須
賀
小
学
校

教
育
振
興
費

東
小
学
校

教
育
振
興
費

岡
崎
小
学
校

教
育
振
興
費

知
波
田
小
学
校

教
育
振
興
費

新
居
小
学
校

教
育
振
興
費

小
　
計

消 耗 品 費 1,530 873 1,077 1,151 689 1,812 7,132

印刷製本費 129 26 12 38 8 46 259

図 書 費 300 249 200 300 100 310 1,459

教材備品費 503 125 163 77 488 664 2,020

合 計 2,462 1,273 1,452 1,566 1,285 2,832 10,870

⑵　主な消耗品費の内容

各教科の教材用品、トナー・用紙等の印刷用品、生花等行事関係

用品等

⑶　購入図書の冊数内訳

・鷲津小学校　　　　328冊　　　　　・白須賀小学校　　　197冊

・東小学校　　　　　107冊　　　　　・岡崎小学校　　　　218冊

・知波田小学校　　　 94冊　　　　　・新居小学校　　　　191冊

⑷　主な教材備品費の内容

　オルガン、コースロープ等
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10款　教育費　　２項　小学校費　　２目　教育振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

289 教育扶助費

3,811千円

小学校における義務教育の円滑な実施を図るため、困窮により生活を

維持することができない保護者に対して、義務教育の就学に必要な学用

品・通学用品等の費用を援助した。

１　教育扶助費事業　　　　　　　　　　　　 　　　　　　3,811千円

⑴　就学援助費補助事業　　　　　　　　　　　　　 　1,837千円

経済的理由によって就学が困難な児童の保護者に対して、国の算

定基準に基づき就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　29人（鷲津小 12人・白須賀小　2人・東小　1人・

岡崎小　8人・新居小　6人）

⑵　特別支援教育就学奨励費補助事業　　　　 　　　　1,974千円

特別支援学級へ就学する児童の保護者に対し、国の算定基準に基

づく就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　58人（鷲津小 18人・白須賀小　6人・東小　4人・

岡崎小 15人・知波田小　3人・新居小　12人）

国　　　 16

県　　　 65

国　　　955

289 一般諸経費

600千円

部活動に要する経費に対して補助金を交付し、部活動の育成、児童の

体力・知力の向上及び学校教育の充実を図った。

１　部活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　600千円

1校当たり10万円の補助金を交付した。なお、全国大会等に参加した

場合には必要な選手及び補欠選手の交通費及び宿泊費の合計額の2分の

1以内の額の補助金を交付することとなっているが、該当はなかった。

⑴　補助金交付額の内訳

学校割分 全 国大会 等参加分 交 付 額

小　　計交 付 額 選 手 数 交 付 額

鷲津小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

白須賀小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

東 小 学 校 100,000円 0人 0円 100,000円

岡崎小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

知波田小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

新居小学校 100,000円 0人 0円 100,000円

合 計 600,000円 0人 0円 600,000円

10款　教育費　　２項　小学校費　　３目　学校整備費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　学校整備費
千円

　 25,261

千円 千円 千円

  8,400

千円

 16,840

千円

  21

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

289 小学校施設整

備費

25,261千円

教育環境の向上及び充実を図るため、施設整備の準備を行った。

１　新居小学校体育館天井落下防止事業　　　　　　　　  25,261千円

新居小学校体育館天井等落下防止対策工事を実施した。

・アリーナ天井面積　1,152㎡

（建築面積　　　　　1,826㎡）

市債　8,400

繰入金

(緊急地震・

津波対策基

金)  12,630

諸収入

(振興協会)

4,210
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10款　教育費　　３項　中学校費　　１目　学校管理費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　学校管理費
千円

183,399

千円 千円 千円 千円 千円

183,399

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

289

291

291

293

293

295

鷲津中学校管

理運営費

12,469千円

白須賀中学校

管理運営費

7,841千円

湖西中学校管

理運営費

8,324千円

岡崎中学校管

理運営費

11,265千円

新居中学校管

理運営費

12,150千円

中学校施設管

理運営費

87,593千円

中学校教育環境の充実を図るため管理用備品の購入やパソコン・事務

機器等の賃貸借の経費を、生徒の安全・快適性を維持するため光熱水費、

施設の修繕料、保守委託、消耗品の購入等の経費を執行した。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

鷲　津

中学校

管　理

運営費

白須賀

中学校

管　理

運営費

湖　西

中学校

管　理

運営費

岡　崎

中学校

管　理

運営費

新　居

中学校

管　理

運営費

学　校

運営費

小　計

消 耗 品 費 3,348 1,639 2,189 3,569 3,097 466 14,308

燃 料 費 1,389 24 833 1,402 1,310 4,958

光 熱 水 費 32,762 32,762

修 繕 料 747 348 718 650 997 18,790 22,250

手 数 料 654 340 518 825 743 7,699 10,779

委 託 料 66 32 741 1,000 80 13,102 15,021

借 上 料 5,445 5,124 2,650 3,079 5,446 8,847 30,591

備品購入費 401 230 149 66 3,112 3,958

そ の 他 ※ 419 334 445 591 411 2,815 5,015

合 計 12,469 7,841 8,324 11,265 12,150 87,593 139,642

※　「その他」は、旅費、食糧費、印刷製本費、医薬材料費、通信

運搬費、使用料及びテレビ受信料の合計。

⑵　主な消耗品費の内容

　給食用品、清掃用品、保健用品、営繕用品、プール用品、教職員

用図書、事務用品、印刷用品等

⑶　主な修繕料の内容

　給食室給湯・給水配管修繕（鷲津中）、北校舎屋上防水修繕（鷲

津中）、体育館天井照明安定器・リモコン機器・ステージ照明修繕

（湖西中）等

⑷　主な手数料の内容

　浄化槽汚泥抜取り手数料、各種クリーニング、庭木手入れ、顕微

鏡レンズ磨き、ピアノ調律、給食用機器清掃、廃棄物処理、特殊建

築物等定期検査報告等

⑸　主な委託料の内容

　複写機保守、警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫

駆除、浄化槽保守点検、給食排水沈殿槽清掃、業務系一般廃棄物収

集運搬等
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10款　教育費　　３項　中学校費　　１目　学校管理費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

289

291

291

293

293

295

鷲津中学校管

理運営費

白須賀中学校

管理運営費

湖西中学校管

理運営費

岡崎中学校管

理運営費

新居中学校管

理運営費

中学校施設管

理運営費

⑹　借上料の機器の台数内訳　　　　　　　　　　　　　　(単位:台)

鷲　津

中学校

白須賀

中学校

湖　西

中学校

岡　崎

中学校

新　居

中学校
小　計

複 写 機 0/ 1  0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/  5

印 刷 機 2/ 2  1/ 1 0/ 1 0/ 2 0/ 2 3/  8

教育用PC 0/53  0/61 0/64 66/66 0/71 66/315

校務用PC 0/43  0/19 0/24 0/34 0/39 0/159

A　E　D 0/ 1  0/ 1 0/ 1 0/ 1 0/(1) 0/4(1)

※　平成27年度新規導入台数/平成27年度末総数。

※　学校間で移動した機器は、新規導入台数に含めない。

※　新居中学校のAED(1)は、備品購入。

⑺　主な備品購入費の内容

　配膳室壁掛けエアコン（新居中）、音声放送用設備（白須賀中）、

給食室手洗い用温水器（新居中）、検食用冷凍庫（新居中）、50型

液晶テレビ（岡崎中）、無線アクセスポイント（岡崎中）等

10款　教育費　　３項　中学校費　　２目　教育振興費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　教育振興費
千円

 18,962

千円

    563

千円

     25

千円 千円

    179

千円

 18,195

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

297

297

297

297

297

鷲津中学校教

育振興費

2,208千円

白須賀中学校

教育振興費

1,694千円

湖西中学校教

育振興費

1,703千円

岡崎中学校教

育振興費

2,024千円

新居中学校教

育振興費

2,982千円

教育の振興を図るため、教材用消耗品、学校図書、教材備品を購入し

た。

⑴　経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

鷲　津

中学校

教　育

振興費

白須賀

中学校

教　育

振興費

湖　西

中学校

教　育

振興費

岡　崎

中学校

教　育

振興費

新　居

中学校

教　育

振興費

小　計

消 耗 品 費 1,199 1,075 944 1,215 1,597 6,030

印刷製本費 79 10 25 51 53 218

図 書 費 320 250 365 450 799 2,184

教材備品費 610 359 369 308 533 2,179

合 計 2,208 1,694 1,703 2,024 2,982 10,611

⑵　主な消耗品費の内容

　各教科の教材用品、トナー・用紙等の印刷用品、生花等行事関係

用品等

⑶　購入図書の冊数内訳

・鷲津中学校　　　　157冊　　　　　・白須賀中学校　　　191冊

・湖西中学校　　　　274冊　　　　　・岡崎中学校　　　　180冊

・新居中学校　　　　541冊

⑷　主な教材備品費の内容

　排気盤、アイパッド、バーコードリピーター等
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10款　教育費　　３項　中学校費　　２目　教育振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

299 教育扶助費

3,417千円

中学校における義務教育の円滑な実施を図るため、困窮により生活を

維持することができない保護者に対して、義務教育の就学に必要な学用

品・通学用品等の費用を援助した。

１　教育扶助費事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3,417千円

⑴　就学援助費補助事業　　　　　　　　　　　　　　2,260千円

経済的理由によって就学が困難な生徒の保護者に対して、国の算

定基準に基づき就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　25人（鷲津中　9人・白須賀中　4人・岡崎中　5人・

新居中　7人）

⑵　特別支援教育就学奨励費補助事業　　　　　　　　1,157千円

特別支援学級へ就学する生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減

を図るため、国の算定基準に基づく就学に必要な費用を援助した。

・支給人数　26人（鷲津中　9人・白須賀中　2人・湖西中　4人・

岡崎中　7人・新居中　4人）

県　　　 25

国　　　563

299 一般諸経費

4,934千円

年度当初におけるクラブ数及び部員数を基礎とした額並びに全国大会

等に参加するために必要な選手及び補欠選手の交通費及び宿泊費の合計

額の2分の1以内の額の補助金を交付し、部活動の育成、生徒の体力・知

力の向上及び学校教育の充実を図った。

１　部活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　4,934千円

⑴　補助金交付額の内訳
ｸﾗﾌﾞ数・部員数割分 全国大会等参加分 交 付 額

小　　計ｸﾗﾌﾞ数 部員数 交 付 額 選手数 交 付 額

鷲　津
中学校

ｸﾗﾌﾞ
15

人
540

円
1,425,000

人
6

円
178,600

円
1,603,600

白須賀
中学校

6 113 312,500 0 0 312,500

湖　西
中学校

6 198 525,000 0 0 525,000

岡　崎
中学校

12 449 1,182,500 0 0 1,182,500

新　居
中学校

15 494 1,310,000 0 0 1,310,000

合 計 54 1,794 4,755,000 6 178,600 4,933,600

寄附金　179

10款　教育費　　３項　中学校費　　３目　学校整備費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　学校整備費
千円

　 29,192

千円 千円 千円

  9,700

千円

 19,461

千円

31

教育総務課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

299 中学校施設整

備費

29,192千円

教育環境の向上及び充実を図るため、施設整備等を行った。

１　新居中学校武道場天井落下防止事業　　　　　　　　  29,192千円

新居中学校武道場天井等落下防止対策工事を実施した。

・2階剣道室天井面積　779.5 ㎡

・1階柔道室天井面積　775.64㎡

（建築面積　　　　　 857.7 ㎡）

市債　9,700

繰入金

(緊急地震・

津波対策基

金） 14,596

諸収入

(振興協会)

4,865
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10款　教育費　　４項　幼稚園費　　１目　幼稚園費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　幼稚園費
千円

　 420,710

千円

　17,138

千円

　17,349

千円 千円

50,171

千円

336,052

幼児教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

299

301

301

303

303

305

鷲津幼稚園管

理運営費

3,119千円

白須賀幼稚園

管理運営費

1,099千円

新所幼稚園管

理運営費

1,346千円

岡崎幼稚園管

理運営費

3,001千円

知波田幼稚園

管理運営費

1,223千円

新居幼稚園管

理運営費

5,310千円

未就学児に教育の環境と場を提供し、幼児教育の充実を図るため、幼

稚園の管理運営、整備を行った。

１　鷲津幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　 3,119千円

２　白須賀幼稚園管理運営費　　　　　　　　 　　　　 　 1,099千円

３　新所幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　 　　　    1,346千円

４　岡崎幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　 　　    3,001千円

５　知波田幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　 　    1,223千円

６　新居幼稚園管理運営費　　　　　　　　　　　　     　5,310千円

⑴　入所の状況　（27年5月1日時点）　

3歳 4歳 5歳 合計

鷲津幼稚園  80人 73人  98人 251人

白須賀幼稚園  22人 15人 28人 65人

新所幼稚園 14人 9人 16人 39人

岡崎幼稚園  55人  75人  67人  197人

知波田幼稚園  11人 18人  20人 49人

新居幼稚園  60人 78人 69人 207人

305 幼稚園総務費

65,893千円

１　幼稚園総務費　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,893千円

公立幼稚園６園に共通する非常勤職員報酬、臨時雇賃金、施設管理委

託料等の経費を執行した。

⑴　報酬       31,910千円

　　委員報酬　園医　　18人、薬剤師　6人

　　非常勤職員報酬　　36人

⑵　賃金　   　12,260千円

　　幼稚園臨時教諭　　7人

⑶　消耗品費　　　621千円

　給食用食缶、作業着、プリンター用トナー等

⑷　手数料　　　2,707千円

　　飲料水、プール水質検査手数料、保菌検査手数料、保育料口座振

替手数料等

⑸　修繕料     11,054千円

　受水槽修繕（鷲津・岡崎）、法面補修工事、保育室等雨漏修繕

（鷲津）、消防設備修繕（鷲津、新居）、園舎・遊具修繕（全幼稚

園）等

⑹　委託料　　　5,432千円

　警備保障、消防設備保守点検、給食室・配膳室害虫駆除、浄化槽

保守点検、給食排水沈殿槽清掃、業務系一般廃棄物収集運搬等
⑺　借上料　　　  692千円
　幼稚園コンピュータリース等

　⑻　負担金　　417千円

諸収入

(共済掛金)

368
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10款　教育費　　４項　幼稚園費　　１目　幼稚園費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

307 一般諸経費
8,682千円

保護者の経済的負担の軽減、幼稚園教育の充実及び向上並びに幼稚園
経営の健全性の確保を図ることを目的として各種補助を実施した。

１　就園奨励事業　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　4,777千円

⑴　補助金交付額の内訳

補助金交付団体等 対象人員 補助金交付額

(学)二川学園二川幼稚園 28人 3,133千円

(学)エイチ・エム・エヌ学園浜名幼稚園 4人 586千円

(学)上里学園仔羊幼稚園 5人 996千円

(学)日本文教学園日本文教幼稚園 1人 62千円

合計 38人 4,777千円

２　私立幼稚園運営費　　　　 　　　　　　　　  　　　　3,905千円

⑴　補助金交付団体
　(学)長生学園しらゆりこども園

⑵　補助基準
・1園　　　　　　1,000千円
・1学級当たり　　　 30千円
・園児1人当たり     20千円（上限3,000千円）
・障害児1人当たり  225千円（上限1,575千円）

国　 　1,399

309 私立幼稚園等
施設型給付費

53,906千円

幼児教育を実施する市内及び広域入所による民間幼稚園・こども園に
運営費として施設型給付費を支出した。

１　私立幼稚園等施設型給付費　　　　　　　　　　　　　53,906千円

（1）給付費
　　　(学)長生学園しらゆりこども園　　　　　    51,884千円
　　　(学)明睦学園希望が丘こども園　　　　　　 　1,182千円
　　　(学)蝉川学園豊橋才能教育こども園　　　　  　 613千円　
　　　(学)春日学園春日幼稚園                       138千円
　　　浜松市立平山幼稚園                            89千円

国　　14,879

県　　17,349

309 私立幼稚園等
助成事業費

860千円

私立幼稚園が実施している事業に助成した。

１　保育対策事業                                         860千円
一時預かり（幼稚園型）を行う私立こども園に助成した。
　　　(学)長生学園しらゆりこども園　　　　　　　 　860千円

        

国　　　 860
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　１目　社会教育総務費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　社会教育総務

費

千円

 88,636

千円 千円 千円 千円 千円

 88,636

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

309 社会教育総務

関係経費

5,268千円

社会教育推進のため、社会教育委員及び社会教育指導員を置いた。

【主な事業】

１　社会教育委員会の開催　　　　　　　　　　　　　　 　　354千円

社会教育推進のため、社会教育法に基づき社会教育委員を置き会議

を開催した。

社会教育委員会の開催　 ６月３日(水)

　　　　　　　　　　　　　 10月１日(木)

10月27日(火)

　　　　　　　　　　　　　 ３月15日(火)

２　社会教育指導員設置事業　　　　　　　　　　　　　 　4,816千円

社会教育の振興と充実を図るため、「湖西市社会教育指導員設置規

則第３条」に基づいて社会教育指導員５人を置いた。

10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　生涯学習費
千円

  9,394

千円

  1,150

千円

  1,150

千円 千円

　  730

千円

  6,364

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 生涯学習推進

費

9,394千円

家庭教育・生涯学習の重要性から、各年代層に機会をとらえて学習機

会等を提供した。

【主な事業】

１　家庭教育サポート事業　　　　　　　　　　　　　 　　1,148千円

　(1)就学時子育て講座　　　　　　　　　　　

　　　小学校の入学説明会に合わせて、子育て講座を開催した。

参加者　516人

２月10日(水)岡崎小 123人　   ２月15日(月)東小　   28人

２月16日(火)鷲津小 167人　　 ２月17日(水)白須賀小 37人

２月18日(木)新居小 129人     ２月18日(木)知波田小 32人

諸収入

(自販機電気

料他)

260
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 生涯学習推進

費

　(2)思春期子育て講座　　　　　　　　　　　

　市内中学校保護者を対象に、思春期における子育てについてPTAと

共催で講座を開催した。

◇開催校 新居中学校

　開催日：６月23日（火）

　参加者：173人

　演　題：「未来授業」

　講　師：遠州ありがとうの会

◇開催校 白須賀中学校

　開催日：10月23日(金)

　参加者：213人 

　演　題：「好きなことを仕事にする楽しさ」

　講　師：演劇家　杜川リンタロウ氏

◇開催校 湖西中学校

　開催日：11月27日（金）

　参加者：259人

　演　題：「『ありがとう』の言葉との出会い」

　講　師：遠州ありがとうの会　黒柳誠氏　

◇開催校 鷲津中学校

　開催日：１月22日(金)

　参加者：29人

　演　題：「思春期の子どもとのコミュニケーション」

　講　師：スクールカウンセラー　小幡美智世氏

◇開催校 岡崎中学校

　開催日：２月19日(金)

　参加者：197人

　演　題：「未来授業」

　講　師：未来学校

(3)教育講演会　　　　　　　　　　　

　　　市内公立幼稚園の保護者を対象にＰＴＡと共催で講座を開催した。

　場　所　新居地域センター

　開催日：7月4日(土)

　参加者：95人

　演　題：「幼児期の食育について」

　講　師：管理栄養士　高須希代氏

 (4)ふたば学級

　　　市内公立幼稚園等を会場にして、２歳児をもつ保護者を対象に幼児

　　　教育について学習する学級を開設した。

　　　　　９学級　年間各10回（５月～１月） 

　　　　　学級生 216人

鷲津(２学級)　72人　 白須賀　　10人 　新所・入出　16人

岡崎(２学級)　55人　 知波田　　11人　 新居　　　　52人

諸収入

(参加費)

        108
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 生涯学習推進

費
 (5)家庭教育学級
　　　小学校１年生を持つ保護者を対象に、市内６小学校区を単位とし

　　て家庭教育のあり方について学習する学級を開設した。

　６学級　年間各10回程度（４月～２月）

　学級生　149人

鷲津19人　白須賀  33人　 東　　33人

        岡崎 21人　知波田  18人　新居　 25人 

２　青少年教育推進事業　　　　　　　　　　　　　　 　　1,506千円

子どもたちの実体験や親子と子どもの交流を通して、青少年の健全

な育成を図った。

　(1)青少年の科学体験事業

青少年が科学体験を通じて、物づくりの楽しさ、創意工夫の大切

さを学ぶため、実行委員会に委託して第15回青少年の科学体験を開

催した。

開催日　12月12日(土)　アメニティプラザ

参加者　730人

出展数　 11ブース

　(2)親子体験教室

自然と親しみながら親子のふれあいを深めるため、自然観察会な

ど４回の講座を湖西フロンティア倶楽部に委託して開催した。

第１回「親子で浜名湖を知ろう」

開催日　７月26日(日) 浜松市村櫛町

 　　　参加者  20組　60人

第２回「親子で森を知ろう」

開催日　10月24日(土) おちばの里親水公園・不動谷の森

参加者  16組　48人

第３回「親子で秋の自然と秋の味覚を満喫しよう」

開催日　11月14日(土) おちばの里親水公園

参加者  ９組　34人

第４回「親子で冬の自然を楽しもう」

開催日　12月５日(土) おちばの里親水公園

参加者  ７組　22人

　(3)おちばの里とうげ祭り

大知波峠廃寺跡周辺を会場に、青少年と大人とのふれあい、自然

や文化財とのふれあいを深めるため、湖西フロンティア倶楽部に委

託して、「第22回おちばの里とうげ祭り」を計画した。

　　　 開催日　５月２日(土)　

　　　 参加者  62名

　(4)子どもフェスタ

ゲーム・アトラクション等の体験を通し、１日のびのびと遊ぶ中

で仲間意識を深め地域交流を図るため、湖西市子ども会連合会に委

託して「第18回子どもフェスタ」を開催した。

開催日　11月８日(日)　アメニティプラザ

参加者　735人　　　
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 生涯学習推進

費
３　高齢者教育の推進事業　　　　　　　　　　　　　　 　　860千円

　(1)寿大学

　高齢者の生きがい、社会能力の向上のため寿大学を開設した。

（各学級６回程度の学習会開催）

学級生　398人

鷲津東部 51人　鷲津西部 40人　新所 54人  岡崎 50人

入出 89人  知波田 47人  新居 67人

　(2)生涯大学「海鳴学園」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　高齢者の生きがい及び生涯学習の振興を目的とし、生涯大学を開

設した。

会　場　老人福祉センター他

受講生　１年生30人　２年生25人　大学院生19人

４　おちばの里親水公園管理事業　　　　　　　　　　　 　1,547千円

自然豊かな「おちばの里親水公園」を生涯学習の場として維持管理

を行った。

占用許可件数　88件　5,038人

(内訳)　キャンプ10件・バーベキュー43件・その他35件

５　放課後子ども教室推進事業　　　　　　　　　　　　 　2,500千円

放課後子どもプラン推進事業運営委員会において、放課後子ども教

室の計画と運営について協議し、市内６校の小学校で実施した。

放課後子どもプラン推進事業運営委員会の開催

　７月29日（水）、３月15日（火）

開催校　鷲津小学校　　　14回　20人

岡崎小学校(2グループ制)　　14回　70人

東小学校　　　　14回　33人

知波田小学校　　14回　18人

白須賀小学校　　14回　29人

新居小学校  　　14回　37人

            
６　学校支援本部事業　　　　　　　　　　　　　　　　     1,515千円

　　地域住民がボランティアとして学校活動を支援する学校支援地域本

　部を設置した。

　　学校支援地域本部運営委員会の開催
　７月29日（水）、３月15日（火）

開催校　白須賀小学校、白須賀中学校、知波田小学校

諸収入

  (参加費)

118

国　　　667

県　　　667

諸収入

(参加費)

207

国　　　483

県　　　483
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　２目　生涯学習費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

311 生涯学習推進
費

  ７　生涯学習の推進　　　                                318千円
　　生涯学習情報の提供、生涯学習講座の開催など生涯学習の支援を行
　った。

　(1)生涯学習講座　　　　　　　　　　　
　　　生涯学習講座を３講座開設した。
　　　時期　　10月～3月
　　　会場　　西部公民館・北部多目的センター
　　　　　　　南部構造改善センター
　　　講座名　初めての木彫、生け花入門、スイーツレッスン
　　　受講者　21名

　(2)新居町婦人会に市民講座を委託し、開催した。
　　　時期　　６月～11月　　　　　　
　　　延べ開催日数　５回
　　　延べ受講者数　293人　

諸収入
（参加費）
         37

10款　教育費　　６項　社会教育費　　３目　公民館費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　公民館費
千円

  37,205

千円 千円 千円 千円

  1,728

千円

 35,477

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

313 西部公民館等

管理運営費

17,340千円

西部公民館等の施設の維持管理と各種講座、公民館まつりを開催した。

【主な事業】

１　公民館の施設維持管理　　　　　　　　　　　　　 　 16,558千円

公民館活動に供するため西部公民館の施設維持管理を行った。

２　講座等の開設　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　782千円

公民館活動の推進と市民意識の向上を図るため講座等を開設した。

⑴　講座　（５月29日～３月25日）

延べ開催回数　90回　延べ受講者数　1,172人

　・前期講座　花と野菜の寄せ植え

　　　　　　　リラックスヨーガ

　　　　　　　　　アンチエイジングレシピ

　　　　　　　　　高齢者のためのレクダンス

　　　　　　　　　ミニ着物

　・後期講座　からだポカポカあったかレシピ

　　　　　　　　　韓国の簡単な家庭料理

　　　　　　　　　ウェーブリングストレッチ　

　　　　　　　　　元気な今こそ、エンディングデザイン

　　　　　　　　　初めての海外旅行英会話

⑵　第29回西部公民館まつり

開催日　　11月21日（土）・22日（日）

参加者　　3,200人  

使用料

1,429

諸収入

(講座参加費

他)

　　　299
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　４目　青少年育成費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

４　青少年育成費
千円

   7,926

千円 千円 千円 千円

　　84

千円

  7,842

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

315 青少年健全育

成費

6,839千円

青少年の健全な育成を図るため、体験学習の開催や子ども会等の青少

年育成団体を支援した。

【主な事業】

１　青少年健全育成事業　　　　　　　　　　　　　 　　　5,238千円

　(1)青少年問題協議会　　　　　　　　

　27年度の青少年育成センター事業計画等について協議し、併せて

湖西市内の状況報告と県内青少年の動向と対策について県職員から

説明を受け、意見交換を行った。

開催日　６月30日（火）

　(2)湖西市青少年健全育成大会　　　　

第22回湖西市青少年健全育成大会を開催し、青少年健全育成に対

する理解と自覚を高めた。

開催日　10月31日(土)　新居地域センター

参加者　560人

　(3)青少年健全育成功労者等の表彰　　

青少年の健全育成に貢献・模範となった人の表彰を行った。

表彰者　個人27人　団体16団体

　(4)青少年育成団体支援事業 　　　　

湖西少年少女発明クラブ等の各種青少年育成団体に対して、その

活動を支援した。

　　　湖西少年少女発明クラブ

　　　湖西フロンティア倶楽部

　　　ボーイスカウト湖西協議会

　　　湖西市子ども会連合会

　(5)「家庭の日」普及事業　　　　　　　　

　「家庭の日」普及・推進を図るため、絵画・標語・詩を募集し、

入賞作品を展示・公開した。

絵画(小学1年～3年)　323点

標語(小学4年～6年)　125点

詩(中学1年～3年)　　372点

　(6)明湖会活動事業　　　　　　　　

　明るい地域づくりと青少年健全育成活動を実践するため、明湖会

への補助等を行った。

財産収入

84
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　４目　青少年育成費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

315青少年健全育成

費

２　成人式開催事業　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1,601千円

新たに成人を迎える人を祝い、成人としての自覚を高めるために、成

人式を開催した。

　　開催日　１月10日(日)

　　会場　　アメニティプラザ

　　対象者　526人(平成7年4月2日～平成8年4月1日)

　　出席者　446人

　　内容　　二部構成で実施(一部式典、二部アトラクション)

317 青少年育成セ

ンター活動費

1,087千円

青少年補導員による補導活動や、社会教育指導員による相談活動等の

青少年非行防止活動を行った。

１　青少年育成センターの運営と活動　　　　　　　 　　　1,087千円

　(1)街頭補導活動

青少年補導員46人を委嘱し、青少年の非行防止のため市内各地区

ごとに街頭補導を実施した。

定例補導　月１～２回　特別補導　随時

実施回数　114回

参加人数　542人(内補導員425人)

補導件数　 22件(声掛け指導)

　(2)相談活動

青少年の悩み、親の子育ての悩みなどに応えるため、電話相談(ヤ

ングダイヤルこさい)等を実施した。

相談日　月・水・金(市民会館)

火・木・土(西部公民館)

相談件数　11件

<相談対象者の内訳> <相談内容>

小学生  １件 学校・家庭問題  ６件

中学生  １件 障害・性格問題  １件

高校生  ２件 友人関係  ０件

有職・無職少年 １件 その他  　４件

その他  ６件
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　５目　勤労青少年ホーム費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

５　勤労青少年

ホーム費

千円

   5,683

千円 千円 千円 千円

　　867

千円

  4,816

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

317 勤 労 青 少 年

ホーム管理運

営費

5,683千円

勤労青少年の福祉の増進を図るため、講座開催による余暇活動の推進

や、利用者間の交流を図った。

【主な事業】

１　勤労青少年ホーム施設管理事業　　　　　　　　　 　　3,344千円

勤労青少年ホームの維持管理を行った。

登録者204人(男23人・女181人)

利用者総数　7,280人　　

（内訳）教養講座　3,332人

サークル　2,665人

他団体等　1,283人

２　講座等開催事業　　　　　　　　　　　　　　　 　　  2,339千円

教養講座を開催し、青少年の余暇活動の推進や知識の向上を図った。

(1)教養講座（12講座)

延べ開催回数　272回　延べ受講者数　2,801人

　　　　・バドミントン　　　　　・発音が良くなる英会話

　　　　・ピラティス　　　　　　・ナチュラルライフ

　　　　・ボクシングエアロ　　　・楽しい料理(火曜ｺｰｽ)

　　　　・ヨーガセラピー　　　　・楽しい料理(水曜ｺｰｽ)

　　　　・和裁　　　　　　　　　・フラワーアレンジメント

　　　　・茶道　　　　　　　　　・フラダンス初級

　　　　　　　　　　

(2)一般講座(11講座)

延べ開催回数　56回　延べ受講者数　531人

　　　　・ゆかたの着付け　　　　・ズンバ

　　　　・ハーブ料理とアレンジ　・いきいき健康　漢方講座

　　　　・小筆教室　　　　　　　・男の料理教室

　　　　・ネイルアート　　　　　・健康リンパストレッチ体操

　　　　・和菓子作り教室　　　　・コーヒー教室

　　　　・右脳を鍛える潜在能力アップ

　　(3)ホーム祭

　　　　開催日　　９月27日（日）

　　　　参加者　　500人

使用料　 68

諸収入

(自販機電気

料他)

　　　269

諸収入

(講座参加

費)

530
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

６　文化振興費
千円

 43,069

千円

  3,020

千円

  1,504

千円 千円

  10,335

千円

 28,210

文化課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

319 文化振興関係

経費

6,384千円

芸術文化の振興のため、各種事業の開催や芸術文化団体の支援を行っ

た。

【主な事業】

１　芸術文化振興事業　　　　　　　　　　　　　　 　　　5,299千円

文化協会・文化団体の育成及び基盤強化と芸術文化の振興を図るた

めの芸術祭等を開催した。

(1)湖西市芸術祭　　　　　　　　　　1,780千円

湖西市文化協会に運営を委託し、一般市民を対象に創作活動を奨

励し、作品の発表及び鑑賞の機会を提供した。

① 第48回文化の祭典

開催日　平成27年10月31日～11月4日　会場　アメニティプラザ

出品点数　939点　　　　　 　　　　入場者数　1,528人

② 第43回芸能の祭典

開催日　平成27年11月15日(日)　会場　新居地域センター

出演者数　507人　　　　　　　 入場者数　730人

③ 第37回美術の祭典

開催日　平成28年2月6日～2月10日　会場　アメニティプラザ

出品点数　205点　　　　　　　　　入場者数　3,325人

④市民文芸第6号刊行

市民の創作意欲の向上を図るため文芸作品を募集し、「市民文

芸」第6号を刊行した。

発行部数　650部

(2)芸術文化事業補助金　　　　　　　　3,504千円

芸術文化振興のため、芸術文化団体を支援した。

湖西市文化協会・湖西歌舞伎保存会

湖西民謡保存会・笠子太鼓

２　県巡回劇場開催事業　　　　　　　　　　　　　 　　　　312千円

国内の優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供するため、市内小学５年生

を対象に静岡県巡回劇場を開催した。

公演内容　演劇（演技集団　朗）

開催日　　平成27年11月30日(月)　会場　岡崎小学校

入場者数　842人(小学校5年生他)

３　ジュニア美術展開催事業　　　　　　　　　　　　　　 　　0千円

市内の児童・生徒の美術振興を図るため、湖西市教育会との共催で

第10回ジュニア美術展を第37回美術の祭典と同時開催した。

開催日　　平成28年2月6日～2月10日　会場　アメニティプラザ

入場者数　3,325人
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

319 文化振興関係
経費

４　三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会事業　　　　　　　　 　302千円
三遠南信地域に残る地芝居(素人歌舞伎)の第22回大鹿大会に参加し、
伝統芸能の保存継承を図るとともに、三遠南信地域の文化交流を促進
した。

　　　　開催日　　平成27年11月15日(日)　開催地　　長野県大鹿村
　　　　入場者数　約300人　　　　　　 　参加団体　4団体

５　トキワマンサクの里づくり事業　　　　　　　　　　　　 471千円
県指定天然記念物のトキワマンサクの保護と管理及び啓発活動とし

て、「第17回トキワマンサク祭り」を開催した。
開催日　　平成27年4月19日(日)
会場　　　神座集落センター及びトキワマンサク群生地
入場者数　882人

321 文化財保護保
存費

10,835千円

文化財の保護保存のため記録保存及び史跡保存整備事業・市内遺跡発
掘調査事業を行った。

【主な事業】

１　文化財保護審議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31千円
文化財の保護保存に関する審議会を開催し、文化財の保護・保存に
ついて審議した。

開催日　平成27年7月6日(月)　

２　文化財保護保存事業　　　　　　　　　　　　　　　　 4,119千円
文化財の保護保存に係る事務及び収蔵文化財・史跡等の維持管理を

行った。
(1) 指定文化財保存管理補助事業　　　　　　 3,233千円

県指定・市指定文化財の保存管理・修理を支援した。
管理補助･･･本興寺本堂・本興寺奥書院・応賀寺薬師堂消防設備

　　　保存公開補助･･･新居町細工花火保存会・猿田彦煙火保存会・遠州
新居手筒花火保存会・橋本大般若経お経守保存
会・大倉戸チャンチャコチャン保存会

修理補助･･･豊田佐吉生家屋根修理(2年目)・古見八幡神社例大祭
　　　　　 流鏑馬神事衣装新調補助・応賀寺木造不動明王立像修
　　　　　 理（1年目）・本興寺消防ポンプ取替え修理・応賀寺
　　　　　 薬師堂消防ポンプ燃料タンク修理

(2) 収蔵文化財・史跡等維持管理　　　　 　　 201千円
大元屋敷跡ポケットパーク・堂頭の松の維持管理
文化財倉庫・北部多目的倉庫の維持管理

３　大知波峠廃寺跡保存整備事業　　　　　　　　　　　 　　385千円
国史跡大知波峠廃寺跡保存のため、草刈りを行った。

４　新居関所保存整備事業　　　　　　　　　　　　　　　 2,026千円
国特別史跡新居関跡保存整備として関所北裏芝張り工事、裏御門整

備に伴う実施設計業務のほか、整備委員会と建築専門部会の開催、保
存整備にかかる国県関係機関との協議を行った。

５　市内遺跡発掘調査事業　　　　　　　　　　　　　 　　4,274千円
発掘調査資料の整理・保存事業のほか、古窯跡の分布調査報告書を
刊行した。

県　  　161

国　  1,005

県　  　335

国　  2,015

県　  1,008
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　６目　文化振興費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

323 白須賀宿歴史

拠点施設管理

運営費

3,974千円

白須賀宿の歴史と文化を広めるとともに資料の保存と活用を図るため、

白須賀宿歴史拠点施設の運営管理と各種事業を行った。

【主な事業】

１　白須賀宿歴史拠点施設管理運営事業　　　　　　　 　　3,974千円

年間入館者　7,671人(市内1,837人　市外5,834人)

　　白須賀宿再発見事業

東海道五十三次の32番目の宿として栄えた白須賀宿の歴史・文

化を活かし、地域の活性化とふるさとづくりを推進するため「第

23回愛loveウォークin白須賀」を実施した。

開催日　　平成28年3月6日(日)

会場　　　白須賀宿、新居関所周辺

参加者数　150人

323 新居関所史料

館管理運営費

18,490千円

国特別史跡新居関跡の保存に努めるとともに、新居関所に関する歴史

資料の保存と活用を図るため、新居関所・史料館の運営管理と各種事業

を行った。

【主な事業】

１　新居関所史料館管理運営事業　　　　　　　　　　 　 17,064千円

年間入館者　36,655人

　新居関所史料館運営委員会の開催　　平成28年3月11日（金）

２　企画展示事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1,426千円

○企画展

・「特別史跡指定60年　海と関所」　平成27年8月4日～11月1日

・「漆工芸」　　　　　    　　　　平成28年3月8日～5月29日

○小企画展（館蔵品展）

・「新居・鷲津に鉄道通る」　　　平成27年2月3日～5月31日

・「大御門再建す」　　　　　　　平成27年6月2日～8月2日

・「街道を歩く」　　　　　　　　平成27年11月3日～11月29日

・「関所手形と通行」　　　　　　平成27年12月1日～12月25日

・　新春浮世絵展「双筆五十三次」平成28年1月3日～3月6日

使用料

10,029

325 紀伊国屋資料

館管理運営費

3,386千円

市指定文化財旅籠紀伊国屋の保存に努めるとともに、江戸時代の旅籠

に関する歴史資料の保存と活用を図るため、紀伊国屋資料館の管理運営

と各種事業を行った。

【主な事業】

１　紀伊国屋資料館管理運営事業　　　　　　　　　 　　　3,386千円

年間入館者　17,360人

企画展「おひなさま展」     平成28年2月2日～3月6日

使用料　306
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　７目　市民会館費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

７　市民会館費
千円

 26,284

千円 千円 千円 千円

  3,449

千円

 22,835

文化課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

327 市民会館管理

運営費

18,942千円

市民文化の向上を図り福祉を増進するため、市民会館の維持管理及び

運営を行った。

【主な事業】

１　市民会館管理運営事業　　　　　　　　　　　　 　　 18,942千円

市民会館利用者数　20,513人

　

※（平成26年度繰越）

　平成26年度繰越予算で、市民会館耐震補強計画業務を委託した。　　

使用料

      2,576

329 自主文化事業

費

1,890千円

舞台芸術の鑑賞機会を提供し、豊かな情操の育成を図るため、文化公

演会を開催した。

【主な事業】

１　自主文化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1,890千円

(1)一般対象　

・警察音楽隊ふれあいコンサート

　　開催日　　平成27年8月8日（土）

　　会　場　　新居地域センター

　　入場者数　405人

(2)子ども対象

・ミュージカル「ヘンゼルとグレーテル（２回公演）」

開催日　　平成27年10月20日(火)

会　場　　新居地域センター

入場者数　962人

諸収入

(入場料)

      　873
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　８目　多目的研修施設費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

８　多目的研修施

設費

千円

  20,720

千円 千円 千円 千円

  1,397

千円

19,323

社会教育課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

329 北部地区多目
的研修施設管
理運営費

12,216千円

北部地区多目的研修集会施設の維持管理と各種講座、センターまつり
を開催した。

【主な事業】

１　北部地区多目的研修集会施設の維持管理　　　　　 　 11,643千円
研修、講座開催等に供するため施設の維持管理を行った。

２　講座等の開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　573千円
地域住民の健康保持及び生活の向上並びにコミュニティー活動の高
揚を図るため講座等を開設した。

(1)講座
　①　成人講座　(６月２日～３月27日）

延べ開催回数　76回　延べ受講者数　986人
・前期　和食料理

自然探索料理
エコクラフト
ママと楽しくリズムあそび
基礎から学ぶパソコン
アイデア絵手紙

・後期　味噌づくり
　　　　古城とその魅力
　　　　少林寺拳法入門

②　子ども講座
「米作り体験学習」
開催日　　５月28日、９月24日、10月15日
参加者　　知波田小学校５年生　延べ120人
講師　　　高橋　正彦　氏

(2)第22回北部地区多目的センターまつり
開催日　　10月24日(土）
参加者　　2,090人

使用料　391

諸収入
( 講座参加
費）
　　　　197
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　８目　多目的研修施設費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

331 南部地区構造

改善センター

管理運営費

8,504千円

南部地区構造改善センターの維持管理と各種講座、センターまつりを

開催した。

【主な事業】

１　南部地区構造改善センターの施設維持管理　　　　 　　7,927千円

研修、講座開催等に供するため施設の維持管理を行った。

２　講座等の開設　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　577千円

地域住民の健康保持及び生活の向上並びにコミュニティー活動の高

揚を図るため講座等を開設した。

(1)講座

①  成人講座　（５月26日～３月９日）

延べ開催回数　84回　延べ受講者数　905人

・前期　発生練習と朗読

楽しいごはん

アート筆文字入門

パッチワークで布小物

すっきり片付け

イライラしない子育て

・後期　健康貯金ヨガ

消しゴムはんこ

アイシングクッキー

パッチワークで布小物

作り置き調味料

②　子ども講座

「ジュニアフロンティア教室」（白須賀の歴史学習）

開催日　10月１日・10月15日・10月29日

参加者　白須賀小学校６年生　延べ108人

講師　　森為禧氏、加藤憲学氏、夏目常磐氏

(2)第12回南部改善センターまつり

開催日　　８月１日(土)

参加者　　700人

使用料　628

諸収入

( 講座参加

費）

　　　　181
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　９目　図書館費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

９　図書館費
千円

　　113,181

千円 千円 千円 千円

　　2,638

千円

110,543

図書館

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

333 中央図書館管
理運営費

46,668千円

市民の生涯学習の拠点施設として、市民の教養、調査、研究のための
資料収集を行い、市民の生活、余暇、娯楽などに役立つ情報を提供した。

【主な事業】

１　中央図書館運営事業　　　　　    　　　　　　　　 　28,275千円
より多くの市民に利用していただくため、蔵書及び図書館機能の充

実と窓口の円滑なサービスに努めた。

⑴　図書館資料利用状況
①　図書資料購入
・図書　5,192冊　　　　　・ＡＶ資料　110点
・雑誌　1,121冊（76種）　・新聞購入   10種 

②　登録者状況
・登録者数　　34,339人（中央・新居）
・団体登録数　 113団体

③　図書貸出状況
・総貸出冊数　283,853冊
内訳　一般　117,841冊　　児童　129,084冊

雑誌　 18,137冊　　ＡＶ　 18,791点

④　蔵書状況
・蔵書冊数　　177,495冊
内訳　一般　112,734冊　　児童　 56,454冊

雑誌　　5,081冊　　ＡＶ　　3,226点

⑵　ビデオ劇場の開催
・開催回数　5回　　　　・参加人数　 38人

⑶　各種行事
・夏祭り　　　H27. 7.25　　参加者　 376人
・よみん祭　　H27.11. 7　　参加者　 605人
・かるた大会　H28. 1. 9　　参加者　  38人

２　図書館施設維持管理事業          　　　　　　　     16,917千円
図書館の利用者に安全で快適な空間を提供することを目的に施設の
維持管理を行った。

・空調設備、消防設備保守点検等の保守管理業務を委託。
      ・直流電源装置及び自家発電装置の蓄電池交換修繕を行った。

３　図書館活動推進事業      　　　　　　　　　　 　　   1,476千円
図書館ボランティアの自己啓発及び育成とともに読書普及活動を

行った。また、乳幼児期から本に親しんでもらうためブックスタート事
業を推進した。
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　９目　図書館費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

333 中央図書館管

理運営費

⑴　読書普及活動推進

幼児・児童あるいは親子に対して、絵本の読み聞かせ・紙芝居等

のお話し会を行い、読書習慣の形成と図書館の利用促進を図った。

・毎週土曜日　午前10時30分～11時

実施回数　45回　　　参加人数　533人

・毎月第1・3木曜日　午前10時30分～11時

実施回数　22回　　　参加人数　510人

⑵　ブックスタート事業

読み聞かせの大切さを理解していただくため、生後4か月児の保護

者を対象に毎月１回ブックスタートを開催し、読み聞かせ講座及び

絵本等の入ったブックスタート・パックを配布した。

・ブックスタート実施

実施回数　10回　　　参加者　202組

・ブックスタート・パック配布（新居配布分を含む）

対象人数　407人　配布人数　269人　配布率　66.1％

       

337 新居図書館管

理運営費

23,488千円

新居図書館の図書館活動並びに施設の維持管理を行った。

【主な事業】

１　新居図書館運営事業            　　　　　　　 　　　13,713千円

新居図書館における図書館活動を行った。

⑴　図書館資料利用状況

①　図書資料購入

・図書　2,743冊　　　　　・ＡＶ資料　108点

・雑誌　　666冊（56種）　・新聞購入 　 6種

②　登録者状況

・登録者数　34,339人（中央・新居）

・団体登録数　45団体

③　図書貸出状況

・総貸出冊数　126,348冊

内訳　一般　51,922冊　　　児童  58,181冊

雑誌　 7,175冊　　　ＡＶ　 9,070点

④　蔵書状況

・蔵書冊数　106,610冊

内訳　一般　71,662冊　　　児童　30,270冊

雑誌　 3,063冊　　　ＡＶ　 1,615点

⑵　各種行事

・開館記念のつどい　　H27. 8. 1　　参加者　 50人

・よみん祭　　　　　　H27.11. 8　　参加者　434人

・クリスマスのつどい　H27.12.12 　 参加者　 43人

・かるた大会 　　　　 H28. 1.10　　参加者   27人

・人形劇フェスティバルH28. 3. 5　　参加者  101人
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10款　教育費　　６項　社会教育費　　９目　図書館費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

337 新居図書館管

理運営費

⑶　図書館活動推進

①　読書普及活動推進

幼児・児童あるいは親子に対して、絵本の読み聞かせ・紙芝居等

のお話し会を行い、読書習慣の形成と図書館の利用促進を図った。

・毎月第1・3土曜日　午前10時30分～

実施回数　18回　 参加人数　281人

・毎月第2・4木曜日　午前10時30分～

実施回数　23回　 参加人数　446人

②　ブックスタート事業

毎月１回ブックスタートを開催し、絵本等を配布した。

・ブックスタート実施

実施回数　10回　　　参加者　85組

２　図書館施設維持管理事業         　　　　　　　 　　　9,775千円

　図書館の利用者に安全で快適な空間を提供することを目的に施設の維

持管理を行った。

・空調設備、消防設備保守点検等の保守管理業務を委託。

・ガラス飛散防止フィルム施工工事を行った。

諸収入
(県市町村振
興協会市町
村交付金)　

2,638

10款　教育費　　７項　保健体育費　　１目　保健体育総務費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

１　保健体育総務

費

千円

261,287

千円 千円 千円 千円

10,276

千円

251,011

スポーツ推進課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

339 保健体育総務

関係経費

15,698千円

１　社会体育振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　15,698千円

スポーツ推進委員を中心として、社会体育振興を図るため、会議、

各種大会運営、スポーツ指導等を行った。

スポーツ推進委員（報酬）委員  25人        3,270千円

（活動内容）

定例会・企画委員会・研修・スポーツ指導・各種大会運営・

協議会・研究会等会議出席    延べ75回  542人

補助金                                    6,146千円

    湖西市体育協会への運営費等補助

    （加盟団体29団体  登録総数  2,248人）

貸出管理業務                              1,281千円

運動公園陸上競技場、野球場、庭球場等の貸出と管理を円滑に行う

ため、管理人を配置し、利用者の利便を図った。
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　１目　保健体育総務費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

341 運動公園等維

持管理費

34,318千円

１　運動公園等維持管理事業　　　　　　　　　　　　　  25,068千円

湖西運動公園・梶田多目的運動広場・北部地区運動広場の使用者が

快適かつ安全に競技ができるように施設管理を行った。

修繕料                                    1,542千円

    ・運動公園野球場トイレドア修繕  　　　　　　　　351千円

    ・北部地区運動広場漏電改修修繕　　　　　　　　　335千円

    ・その他修繕（８件）                        　　856千円

手数料                                    1,044千円

    ・運動公園・北部地区運動広場浄化槽清掃       　 384千円

    ・ＥＰＳ業務サービス手数料（12回）　　　　　　　130千円

　　・その他手数料（12件）　                     　 530千円

委託料　                                 14,307千円

・運動公園施設維持管理業務　              　 12,930千円

・その他維持管理業務（６件） 　           　  1,377千円

　

平成27年度  湖西運動公園等利用状況

施設名 利用者数（人） 利用日数

湖西運動公園陸上競技場 11,856人 192日

湖西運動公園野球場 7,199人 133日

湖西運動公園庭球場 4,839人 206日

湖西運動公園多目的広場 12,548人 192日

湖西運動公園弓道場 2,423人 302日

梶田多目的運動広場 2,509人  93日

北部地区運動広場 　　10,906人 185日

計 52,280人

２　みなと運動公園等維持管理事業　　　　　　　　　　 　9,250千円

みなと運動公園の使用者が快適かつ安全に競技できるように施設管

理を行った。

修繕料                　　           3,402千円

    ・野球場バックスクリーン修繕   　　　　　2,400千円

　　・ＣＤ面電気設備修繕　　　　　　　　　　　 724千円

    ・その他修繕（５件）                       278千円

手数料　                               383千円

    ・浄化槽清掃                               253千円

    ・その他手数料（12件）　                   130千円

委託料　　                           3,636千円

    ・施設管理業務                           3,147千円

    ・その他維持管理業務（３件）               489千円

平成27年度  みなと運動公園等利用状況

施設名 利用者数（人） 開催日数

野球場 4,624人

308多目的広場 　 11,218人

計 15,842人

使用料

2,541

諸収入

（自販機電

気料他）

296
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　１目　保健体育総務費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

341 新居スポーツ

広場公園管理

運営費

16,821千円

１　新居スポーツ広場公園管理運営事業　　　　　 　　 　16,821千円

新居スポーツ広場公園の使用者が、快適かつ安全に競技できるよう

に施設管理を行った。

修繕料                                 　855千円

・新居庭球場人工芝生修繕　                 　497千円

・新居庭球場フェンス支柱修繕　　　　　　　　 146千円

・その他修繕（４件） 　　　　　　　　　　　　212千円

委託料                                11,027千円

・新居スポーツ広場公園受付業務             4,250千円

・親水公園緑化維持管理業務　　　　　　　　 3,780千円

・その他維持管理業務（９件）               2,997千円

　

平成27年度  新居スポーツ広場公園体育施設利用状況

体育館 庭球場 弓道場 計 開催日数

63,540人 5,586人 4,115人 73,241人 348日

使用料

7,376

諸収入

（自販機電

気料他）

　　　　 63

343 アメニティプ

ラザ管理運営

費

162,608千円

１　複合運動施設管理運営事業　　　　　　　　　　　　 162,608千円

アメニティプラザの使用者が、快適かつ安全に競技できるように施

設管理を行った。

修繕料                                4,844千円

・トレーニングルームパッケージエアコン修繕　2,700千円

・プールピット造波装置修繕　　　　     　　 1,512千円

・風呂ろ過機用シーケンサ取替修繕　　　　　 　 632千円

委託料                              156,809千円

・複合運動施設指定管理業務              　143,730千円

・指定管理業務（平成26年度光熱水費の変　　 13,079千円

動分）

平成27年度  アメニティプラザ利用状況

施設名 利用者数（人）

温水レジャープール 133,267人

浴室 81,848人

トレーニングルーム 24,585人

メインアリーナ 46,675人

サブアリーナ 14,975人

スタジオ 　　　　　　　 11,846人

計 313,196人

開催日数 312日
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　2目　スポーツ推進費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

２　スポーツ推進

費

千円

9,389

千円 千円 千円 千円

   4,258

千円

5,131

スポーツ推進課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

343 スポーツ活動
推進費

5,976千円

市民のスポーツ活動を推進するため、各種事業を行った。

【主な事業】

１　スポーツ普及推進及び育成事業　　　　　　　         4,773千円
スポーツ教室等を通じ、スポーツ人口の拡大を図った。また、各種
スポーツ大会を開催し、スポーツの普及を図った。
1 　スポーツ教室                      1,134千円
気功太極拳・親子運動・ステップアップウォーキング・野球
・ラージボール卓球・きゅっとボディストレッチ・卓球
バランスボールエクササイズ
ニュースポーツ講習会・トレーニング講習会
 　　　　10教室、２講習会
    　　 延べ  136回  総参加者数  2,594人

2 　各種スポーツ大会業務委託          2,544千円
    大会名  少年剣道・市民卓球・ソフトテニス・柔道・中学バレー
　　　　　　ボール・市民バレーボール・少年野球・中学野球・父親ソ
　　　　　　フトボール・スポーツフェア（野球）・新居弓道・新居イ
　　　　　　ンディアカ・新居一般バレーボール・新居少年団野球・新
　　　　　　居少年団卓球・スポーツフェアウォーキング
                 16大会  総参加者数 3,222人
　
3 　スポーツ少年団選手派遣費          889千円
スポーツ少年団の競技力向上、活動の充実を図るため、県大会以

上に出場する選手派遣に要する交通費等を交付金として執行した。
     バレーボール男女（８回）、ミニバス男女（３回）、柔道（２
　　　回）、剣道（１回）、サッカー（２回）、卓球（１回）、野球
　　（１回）

２　ジュニアスポーツ育成事業　　　　　　　　　　　　   　888千円
中学生を対象としたジュニアスポーツクラブの育成を推進した。

  種目  野球・サッカー・ソフトテニス・陸上長距離・バドミントン
          月２～４回
    参加生徒数  135人

３　高齢者の健康生きがいづくり事業　　　                  61千円
高齢者の方々の健康保持・体力増進やストレス解消などを図るため、
スポーツに親しむ場を提供した。

    開催種目  ペタンク・ラージボール・ペタボード・グラウンド
              ゴルフ・輪投げ
    大会回数  10回    総参加者数  1,798人

４　コーちゃんフェスティバル　　　                        52千円
だれでも手軽にできるスポーツイベントとして、市民のふれあいや
心身の健康を図るため実施した。

    開催日  平成27年11月15日（日）
    参加者数     155人

使用料
3,485

諸収入
(スポーツ教
室参加費）

340
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　２目　スポーツ推進費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

343 スポーツ活動

推進費

５　学校体育施設開放事業　　　                         　203千円

市内小中学校体育施設を開放し、住民がスポーツを通じて交流する

場を提供した。

平成27年度  湖西市学校体育施設利用状況

学校名
運動場

昼間利用 夜間利用

鷲津中
回

3

人

309

回

58

人

2,198

白須賀中 　　　  3 280 (開放なし)

湖西中         1      200        1 　　  15

岡崎中         1       80       39 　 　604

新居中 (開放なし) (開放なし)

鷲津小        67    3,290 (開放なし)

白須賀小       117    3,495 33 　 　954

岡崎小        72    2,604 3 750

東小        60    2,806 (開放なし)

知波田小        48    1,265 3 760

新居小        45    3,150 (開放なし)

計 417 17,479 137 5,281

学校名
体育館

昼間利用 夜間利用

鷲津中
回

1

人

330

回

321

人

4,706

白須賀中 　　　  2      190      176    1,427

湖西中 　　　  1      100      201    2,745

岡崎中 (開放なし)      162    3,396

新居中 　　　　8 　　 297      294    3,262

鷲津小       128    4,000      241    7,050

白須賀小        86    2,950 65 1,114

岡崎小         3      254      203 4,629

東小        91    2,146      237    2,475

知波田小        47    　780 97    1,135

新居小       109    5,849      175    6,723

計 476 16,896    2,172   38,662

学校名
武道場

昼間利用 夜間利用

鷲津中
回

(開放

人

なし）

回

308

人

5,565

湖西中 　　　　3 　　220 　　 132 　2,332

岡崎中 (開放なし) 62     665

新居中剣道場      (開放なし)       60 　955

新居中柔道場  1 　 　 32      116 1,735

計  4 　252 678 11,252
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10款　教育費　　７項　保健体育費　　２目　スポーツ推進費

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

343 スポーツ活動

推進費
学校名

クラブハウス

昼間利用 夜間利用

岡崎中
回

（開放

人

なし）

回

144

人

758

学校名
新居幼稚園

昼間利用 夜間利用

遊戯室
回

24

人

1,167

回

4

人

199

345 スポーツ大会

費

3,413千円

競技力の向上と健康増進を図るため、スポーツ大会やイベントを開催

または出場した。

【主な事業】

１　静岡県市町対抗駅伝競走大会　　　　                 1,506千円

市町対抗駅伝競走大会に出場し、競技力の向上及び体力向上等を

図った。

    大会名    第16回静岡県市町対抗駅伝競走大会

    開催日    平成27年12月５日（土）

    コース    県庁本館前～草薙陸上競技場  11区間  42.195km

    順  位    市の部  16位（参加  27チーム）

２　湖西市駅伝大会　　　　　　　　　　　　　　         1,692千円

駅伝大会を開催し、競技力の向上を図った。また、ふれあいジョギ

ングを同時に開催し、日頃のスポーツ不足を解消し、市民のふれあい

を深め、心身の健康を図った。

  開催日  平成28年１月17日（日）

  参加数  駅伝大会  90 チーム  810人

          ふれあいジョギング   166人

３　室内棒高跳湖西大会　　　　　                         215千円

アメニティプラザで、国内のトップジャンパーが一堂に集い、室内

棒高跳の大会を行った。

また、近隣中、高校生選手等の普及強化のため、記録会を行った。

    開催日  大会    平成28年２月20日（土）

            記録会          ２月20・21日（土・日）

    参加数  大会    11人  記録会 　 128人

諸収入

(市駅伝大会

参加料他)

        433

41



10款　教育費　　７項　保健体育費　　３目　勤労者体育センター費

目 決算額
左の財源内訳

国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

３　勤労者体育セ

ンター費

千円

  5,418

千円 千円 千円 千円

    1,327

千円

  4,091

スポーツ推進課

頁 事業名 事業の概要 特定財源千円

345 勤労者体育セ

ンター管理運

営費

5,418千円

１　勤労者体育センター管理事業　　　　                 5,418千円

勤労者体育センターの使用者が、快適かつ安全に競技ができるよう

に施設管理を行った。

修繕料                            314千円

  ・２階カーテン修繕　　　　         　　 99千円　　　       

      ・その他修繕（５件）　                 215千円

    委託料                          4,089千円

      ・貸出管理業務                       3,171千円

      ・その他維持管理業務委託（３件）     　918千円

平成27年度  勤労者体育センター利用状況

体育室 軽運動室 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 計 開催日数

30,995人 5,109人 2,368人 38,472人 307日

使用料

1,255

諸収入

（自販機電

気料）

72
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